5
9：00〜
9：15ごろ

ワシントン DC 編
ワシントン DC の小学生の 1 日
通学風景
郊外の学校に通う大半の子どもたち
は、午前 9 時15分に始まる１時限
にあわせて、スクールバスで登校す
る。朝、学校の前に長く連なる黄色
いバスは、「アメリカの小学校」を代
表する印象的な光景である。

登校

9：15〜
10：45ごろ

午前中の
授業

算数の授業風景
算数の授業は習熟度別のクラス分け
になっていた。一番習熟度が高いク
ラスでは、グループに分かれて 24
ゲームというゲーム（ヴァージニア
州全体で導入）をしていた。習熟度
が低いクラスでは、ESOL の先生が
サポートとして入り、言葉の問題で
学習が困難な子どもの学習支援を行
っていた。
理科やランゲージアーツの授業でも、
アクティビティを重視した授業形態
が多かった。

ランゲージアーツの授業風景
ランゲージアーツの授業では、ＰＣル
ームでパワーポイントを使ったプレ
ゼンテーション資料の作り方を学ん
でいた。この学校では教科として情
報教育を行うのではなく、他の教科
の中に組み込むかたちで教えていた。
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10：45 〜
11：30 ごろ

昼食
昼食は、カフェテリアで用意された主食、
おかず、デザートなどいくつかのメニュ
ーの中から選んだものを校舎内のカフェ
テリアでとる。学校全体が一度に入るこ
とは不可能なため、学年によって昼食時
間をずらしている。ランチボックスを家
から持参することも可能。

昼食
昼休み

休み時間

現
地
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休み時間の様子は、大縄をする子どもや
バスケットボールで遊ぶ子ども、友だち
と集まっておしゃべりをする子どもなど
さまざまである。

11：30 〜
15：50 ごろ

ミリオネア
州内統一学力テストが近いため、テスト
対策の授業が行われていた。

午後の
授業

コアエクステンション
午後の授業は 3 時 50 分までで、訪問し
た両校とも時間割の最後には、コアエク
ステンション（Core Extension）のクラ
スを50分設けていた。コアエクステンシ
ョンとは、学年ごとに週替わりで科目を
決めて行う全員参加の補習クラスである。

15：50
ごろ〜

帰宅
放課後
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ワシントン DC の子どもたちの学校生活
小泉
【はじめに】

和 （ジョージ・メイソン大学准教授）

用車で登校する子どもたちもいる。いずれに
せよ、子どものみが、個別または集団で登校

アメリカ都市部の小学校と一言でいって

する様子はアメリカではみられない。都市中

も、中心部の学校か郊外の学校かによって、

心部に存在する学校の中には、スクールバス

授業内容、レベル、人種構成などさまざまな

を手配しないものもあるが、その場合は、必

面で大きな違いがある。公立の小学校に限っ

ずおとな同伴で、徒歩、またはバス、地下鉄

ていうと、都市部の学校は、一般的に人種構

などの公共交通手段を使っての登校となる。

成が多様で、「割引・無料（Reduced/Free）

一般に、スクールバスは学校が契約するバス

ランチプログラム」と称される子どもの昼食

会社によって運営されている。ところで、こ

代補助を受ける低所得家庭の割合が多く、州

のスクールバスは、典型的な「いじめの場」

内統一学力テストの結果が比較的低い学校が

ともなるようで、バスの中での席順は、子ど

多い。今回のワシントンDC・メトロ地区

※1

もたちの間では結構重大な問題であるらしい。

の取材では、学習基本調査に参加した学校の

訪問したワシントンDC 郊外の 2 校では、5

中から、都市中心部に存在する 1 校 、ワシ

年生の午前の授業時間は 9 時15分から10時45

ントンDC 郊外に存在する 2 校の 3 校を訪問

分までで、そのあと昼休み、および昼食時間

した。調査に参加した小学校の大半がワシン

が11時30分まで続く。時間割は、科目によっ

トンDC 郊外、ヴァージニア州プリンスウィ

て長さが異なるのが特徴的である。昼食は、

リアム郡学校区の小学校であるので、このレ

持参かカフェテリアで用意された選択肢の中

ポートでは主に後者 2 校の訪問について報告

から選んだ昼食を全員が校舎内のカフェテリ

する。ちなみに、「割引・無料ランチプログ

アでとるため、学年によって時間をずらして

ラム」を受ける児童の比率は、ヴァージニア

とる。持参の場合は、典型的な主食がサンド

州の 2 校では20〜35％、DC中心部の 1 校で

イッチ、ポテトチップスなどのスナック、ジ

は70％であった。

ュースパック、りんご（丸ごと）やアップル
写真 1

【子どもの１日】
郊外の学校に通う大半の子どもたちは、午
前 9 時15分に始まる 1 時限にあわせて、スク
ールバスで登校する。アメリカで初等教育を
受けていない筆者にとっても、朝、学校の前
に長く連なる黄色いバスは、「アメリカの小
学校」を代表する印象的な光景である（写真
1 参照）。ただ、全児童がスクールバスで登
校するわけではなく、中には親の意向や、ス
クールバスに乗り遅れたなどの理由で、自家
― 134 ―

スクールバスで登校

写真 2

カフェテリアランチ

持参ランチ

ソースなどのフルーツ、そしてクッキーなど

などの科目において実施されている。また、

のデザートで構成されている。カフェテリア

前述のコアエクステンションにおいても習熟

のメニューは、USDA（米農務省）が定める

度別学級編成が行われていた。一方、ワシン

ガイドラインに基づいて各州区一律に用意さ

トンDCに存在する公立小学校では、習熟度

れたもので、ハンバーガー、タコス、ピザ、

別クラス分けは実施されていないとのことで

フレンチフライ、フルーツ、野菜、サラダ、

あった。この場合、成績のよい子どもたちに

ジュース、ミルク、クッキー、パイなどから、

は、特別授業（Gifted Student Program）が、

主／副食、飲み物、およびデザートをそれぞ

クラスで遅れ気味の児童には、チュータリン

れ選べるように構成されている
（写真 2 参照）。

グプログラムが、ボランティアの両親、大学

昼休みには子どもたちは運動場で、バスケッ

生などによって提供されているとのことであ

トボール、縄跳び、鉄棒、その他の運動器具

った。

で遊んでいた。午後の授業は 3 時50分までで、

ヴァージニアの学校の算数の授業を例にと

両校とも時間割の最後には、コアエクステン

ると、習熟度別クラスは 3 つ（学力低10名、

ション（Core Extension）のクラスを50分設

学力中10名、学力高28名）に分けられていて、

けていた。コアエクステンションとは、学年

学力の高いクラスほど、アクティビティ中心

ごとに週替わりで科目を決めて行う補習クラ

のカリキュラムを採用していた。見学した学

スである。その後、子どもたちは、スクール

力高のクラスでは、プリンスウィリアム郡が

バスで下校するか、放課後プログラムに参加

教材の 1 つとして指定する「24ゲーム」（カ

する。放課後プログラムに参加する子どもの

ードに書かれた 4 つの数字を加減乗除して、

多くは、両親が働く家庭の子どもたちで、グ

最終的に24になるように計算するゲーム）を

ループに分かれて宿題や、部活動としてスポ

5 名× 6 チームに分かれて行っていた。ゲー

ーツなどを行う。

ムのプロセスは、まず立候補または推薦で
6 名のリーダーを決め、その後、その他の児

【学習面に関して】

童たちが自主的にチームを選択する。各リー
ダーが自分のチームにおいて、計算ができる

1 . 学級編成と習熟度別クラスについて

メンバーとできないメンバーを組ませる、で

ヴァージニアの学校では習熟度別クラス分

きるメンバーに難易度の高いものを与える、

けは個人差の出やすい算数、英語（Reading）

などの戦略を自由に組む。このような方式を
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とることによって、チームワークやリーダー

録したミシシッピー州は、連邦統一テスト

シップも同時に育成するのが目的であるとの

の結果では全国中第50位（下から第 2 位）

ことであった。一方、学力低のクラスでは先

であるなどの問題がある［ 1 ］。州内統一

生が見回るなか、子どもたちは問題集を解い

学力テストの是非については、米国教育省

ていた。カリキュラム上、すべての児童が必

が認可システムを通してモニターされるこ

要最低限の知識を達成できることを前提とす

とになっているが、実際のところ、このシ

ると同時に、能力別の学習方法を用いること

ステムは有効でないとの批判がある。

によって、優秀な児童の能力を伸ばす姿勢が

・個々の学校が置かれた状況を考慮せず、

見受けられた。また、成績が低下した結果、

州内すべての公立学校に同様の目標達成

1 つ下のクラスに割り当てられた児童でも、

（AYP：Adequate Yearly Progress）を強い

成績がボーダーラインに近ければ、個人（ま

るため、学力テストの結果がNCLB法実施

たは両親）の意思を尊重して、現在のままの

以降、急激に改善した学校でも目標を達成

クラスにとどまることが許されるのも印象的

していなければ評価されない。ちなみにヴ

であった。

ァージニア州に課された現在のAYPは50％
以上の児童が州内統一学力テストで70％以

2 . No Child Left Behind（NCLB） 政策に
ついて

上の成績をとることである。
・2007年現在、算数と英語（Reading）のみ

「落ちこぼれを作らないための初等中等教

について、その達成度が評価されるため、

育法」（No Child Left Behind Act、以下、

それ以外の科目の教育がおろそかになる傾

NCLB法）はブッシュ政権下、2001年に可決

向にある ※ 2 。事実、訪問したDC中心部の

され、2002〜2003年に施行となった初等中等

学校では、先生がいないとの理由で社会

教育改正法である。その主な目的は、経済的、

（Social Study）が教えられていなかった。

社会的格差に依存して起こる教育レベルの不

理科（Science） についても、パフォーマ

均衡を是正することで、州ごとに定められた

ンスの悪い学校では他の教科と混合で教え

学力テストの実施、州ごとに定められた目標

るなど、その授業時間が短縮される傾向に

を達成するための具体案の設定と実施、教育

あるようだ ［ 1 ］。

レベルの不均衡を是正するための連邦資金交

・米憲法は原則として州民の教育政策を各州
に委ねているが、連邦政府は資金の交付を

付方式などを骨子とする。
2007年現在、NCLB政策に対する世論の多

通じて州の教育に介入する権限を保持す

くは批判的なもので、主な問題点として以下

る。したがって、NCLB法の下、連邦政府

のものがあげられている。

が州の教育政策に介入する場合、政策の課

・連邦資金の配布は、NCLB法が各州に義務

題と連邦資金の交付が対応している必要が

づける課題を履行する資金として不十分で

あるが、現在のNCLB法では資金の交付条

ある。

件が明確でない。

・学力テストの内容、レベルが州によって異
なるため、州の間に存在する格差を是正す

訪問した学校での現場の声としては、「努

る政策としては効果的でない。州としての

力を正当に評価してもらえる」といったポジ

成績を上げるために、州内統一学力テスト

ティブな意見と、「児童、先生の両方に対する

の内容を容易にすることも可能で、州内統

精神的負担が大きすぎる」といったネガティブ

一学力テストと連邦統一テストを比較した

な意見の両方が存在した。現在、ヴァージニ

統計によると、州内統一学力テストで全国

ア州では、SOL（Standard of Learning）、ワ

第 1 位（90％の児童が合格点を確保）を記

シントンDC特別区ではDCCAS（The District
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of Columbia Comprehensive Assessment

フト、インターネットの使い方を勉強するとい

System）が統一テストとして採用されている。

う方針を採っていた。ワシントンDC 郊外の小
学校ではフリーの学習用ウェブサイト（http://

3 . 人種の多様性と英語を母国語としない子
どもたちへのサポートについて

solpass.org/ や http://guest.portaportal.com/
baggsro）を使用して、2 〜 3 人にコンピュー

DC近辺地区はアメリカ国内の中でも、移

ター 1 台の割合で、それぞれ自由に、地理、

民の割合が多いエリアで、英語を母国語とし

歴史、社会の問題を解いていた。また、郊外

ない子どもたちへのサポート（ESOL：English

の別の小学校ではランゲージアーツの授業

for Speakers of Other Languages）が必要不

（Language Art：的確な表現力を育成する授

可欠である。英語を母国語としない子どもた

業）の一環として、担任とPCの先生の 2 人組

ちは、学校に登録してから 1 週間以内に英語

で、パワーポイント（マイクロソフト社）を使

のテストを受けることが義務づけられてい

って発表資料を作成する方法を教えていた。

る。この語学テストの結果によって子どもた

また、私たちが学校訪問を行った時期は、た

ちは 4 段階に分けられ、レベル相応のESOL

またま州内統一学力テスト（SOL）が行われ

プログラムを受けることが義務づけられてい

る前の週だったこともあって、クイズミリオネ

る。ESOLプログラムの内容としては、通常

アに模した模擬試験のソフトを使用してテス

の授業にESOLの先生をつける、英語の補講、

トに備えるクラスもみられた。SOLのプレッ

チュータリングプログラムなどがある。ESOL

シャーを子どもたちがなるべく感じないよう

の強化は、近年、州内統一学力テストの結果

にという先生たちの配慮が見受けられたが、

を向上させる意図を持つ NCLB 政策下、さ

児童たちのインタビューでは、テストの精神

らに必然性を増した。NCLB 法は、ESOLを

的負担を強く感じるとの意見が聞かれた。

受けるすべての子どもたちに対し、上記の州

IT ラボの他、図書館にもコンピューターが

内統一 学力テストのほかに、年 1 回の語学

数台存在し、子どもたちはそこで自由にコン

テスト（SELP：Stanford English Language

ピューター、インターネットを使って検索す

Proficiency test）を義務づけている。このテ

ることが許されている。また、先生方、子ど

ストに合格すれば、子どもたちは、その後し

もたちのインタビューによると、子どもたち

ばらくモニタリングを受け、ESOLプログラ

のほぼ全員が自宅に個人で使えるコンピュー

ムを卒業できる仕組みになっている。ESOL

ターを持っているとのことであった。DC中

で対応する子どもたちの第一外国語の中で主

心部の小学校では、ラボやITの授業をまだ取

なものは、スペイン語、韓国語、ベトナム語、

り入れていないとのことであったが、図書館

中国語、フランス語、アラビア語、ヒンズー

にはコンピューターが数台設置され、子ども

語、タガログ語（フィリピン）、ロシア語、

たちのインタビューでも、自宅でコンピュー

ペルシャ（Farsi）語（イラン）、タイ語、カ

ターを使用するとのことであった。

ンボジア語などであった。しかしながら、訪
問先の先生の意見では、語学だけが問題なの

5 . 宿題と成績表について

ではなく、文化的背景なども、とくに歴史な

宿題はSOLが近くなると頻繁に出すが、学

どの科目の場合、成績に影響するとのことで

期の始まりにはあまり出さないとのことであ

あった。

った。宿題の内容としては、算数の練習問題、
SOLの練習問題などが多く、大概30〜40分で

4 . I Tメディアの使用について

終わるくらいの量が出される。プリンスウィ

訪問したヴァージニアの学校では、何らか

リアム郡のガイドラインでは、宿題は 1 日 1

の科目の学習の一環としてコンピューターソ

時間以内に終わるくらいの量が推奨されてい
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る。また、郊外の小学校では20分の読書を義

ンチプログラム」を利用することに対する抵

務づけていた。一般に週末には宿題を出して

抗があるため、コミュニティーセンターがプ

いないとのことであった。

ログラムの利点を説明し参加を説得するとの

子どもたちの評価は、9 週間に 1 度、学習

ことであった。ところで、アメリカでは教育

進歩報告（Progress Report）という形で行わ

はすべての住民に憲法で保障されているた

れ、子どもたちは報告書に親のサインをもら

め、公立学校は不法滞在者の子どもか否かは

うことを義務づけられている。これに加え、

関係なく児童を受け入れている。また、学校

SOLの結果や学期末の通信簿（Report Card）

に警察的な役割を担うことまで要求すること

が親に直接送付される。したがって、子ども

は適切でないとの意見もあった。

たちは、4 〜 5 週間ごとに何らかの評価を受

ヴァージニアの公立学校では、カウンセラ

けている。レポートカードは科目別の評価で

ーを少なくとも 1 校 1 名置くことが義務づけ

構成されており、4 段階評価だが、評価方法

られており、各カウンセラーは勤務時間の

としては絶対評価の形をとるので、一定の基

60％を子どもと過ごすことを義務とする。カ

準に達していれば順位にかかわらずよい成績

ウンセリングの内容は、精神的な面でのテス

がとれる仕組みになっている。保護者面談は

ト対策、虐待、家庭問題、いじめ、怒り対策

基本的に年に１度行われているが、保護者に

（Anger Management）などを含み、カウン

は先生と非公式な会話の場を持つことが奨励

セリングは個人もしくはグループ、または保

されている。

護者や担任同伴のカウンセリングなど、個々
の問題を処理するのに適切な形態で行われ

6 . その他

る。いじめの問題は、アメリカの子どもたち

ヴァージニア州では、子どもたちだけでな

の間でも比較的大きい問題であるようだが、

く英語を母国語としない両親へのサポートも

インタビューに参加してくれた子どもたちの

存在する。訪問したヴァージニアの学校区で

意見では、主ないじめは「言葉の暴力」によ

は、コミュニティーセンターのバイリンガル

るものだとのことであった。カウンセラーは、

の人の協力を通じて「割引・無料ランチプロ

各クラスを訪ねてカウンセリングサービスの

グラム」の説明を行ったり、どの学校へ行く

説明をするほか、クラスルームに参加者を募

べきかなどの相談にのったり、ESOLプログ

る箱を用意するなどして、必要なサービスを

ラムの手続きの手助けを行ったりしている。

受けることを子どもたちに奨励していた。

一般に移民の人たちの間では「割引・無料ラ
参考文献
［ 1 ］ TIME誌 2007年 6 月 4 日号

Report Card on No Child Left Behind

※ 1 ワシントンDC近辺で、地下鉄（メトロ）が通る地域。ワシントンDCのほか、ヴァージニア州、メリーランド
州の一部を含む。
※ 2 ただし、NCLB法は2006〜2007年度までに、それぞれの児童が在学中一度は理科の学力テストを受けること
を義務づけている。
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